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心躍る！

兵庫の博物館︒

毎月、兵庫を再発見。

おかんみそ、おかずみそ。

NO.524

移転、オープン。移転先は新神戸
駅近く、
［竹中工務店］
が大正時
代に本店を構えたゆかりの地。伝
統の職人技を散りばめた和風建築
のゾーンを巡り、大工道具の世界
に浸ることができるぜいたくな空間
だ。
「テーマは五感で体感できる博
物館。触ってもらえるハンズオン展
示や、貴重な映像を交えて工夫を」
と赤尾建藏館長。20世紀半ば、
日
1階ロビーは伝統の職人技と現代の建築技術が融合した空間。木組みの技を用いた
舟底天井が大らかでモダン。若手作家のイスに座りのんびりと。右、地下1〜2階を貫

く土壁は、左官職人が削り出して仕上げたもの。館内各所にものづくりの精神が宿る。

お土産

神戸布引ロープウェイ

新神戸駅

竹中
大工道具館

山麓駅
30

フロインドリーブ

企業・産業博物館で
兵庫の魅力を再発見！

立

ち

寄り

旧神戸ユニオン教会をリノベーション。昭和 4年にW.M.ヴォーリ
ズが設計、竹中工務店が施工したゴシック建築で国登録有形文
化財。現オーナー夫妻が結婚式を挙げた思い出の館を今に守る。

※各博物館の催しはホームページの案内をお確かめください。65歳以上の料金は証明書が必要となります。

展示の目玉が、
吹き抜け空
間にそびえ立つ7.3mの国
宝・唐招提寺金堂の柱と組
み物模型。日本を代表する
宮大工・小川三夫棟梁によ
り実物大で再現。147もの
パーツからなる木組みの美し
さを間近でじっくり観察できる。

左上は京都・大徳寺玉林院蓑庵
（国指定重要文化財）
を
実物大で再現した茶室のスケルトン模型。中に入り数寄
屋大工の仕事が観察できる。右上は手仕事の最盛期だっ
ノミ一つでも目的に応じ
た20世紀半ばの大工道具一式。
て多彩。左下の触れる木組模型は、
釘を使わず木と木を
繋ぐ精巧なつくりに感動！ 右下は水曜と、
土・日曜、
祝日
開催の木工体験。箸、
スプーン、
ミニスツールなど12種を
手づくり
（料金・開催日など詳細はホームページで要確認）
。

こん
な
つく のが
れる
！

小野修平

一番人気のオリジナルロース
トビーフサンドウィッチ2,052
円。
自家製ローストビーフと焼
き立てパンが幸せな出合い。

▷神戸市中央区生田町4-6-15 2078-231-6051
午前10時〜午後7時
（カフェは午後6時30分ラストオーダー） 水曜
（祝
日の場合翌日）
休 Ⓟ10台 ［竹中大工道具館］
から南西へ徒歩約10分
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館長の赤尾さん。
「六甲山の緑に
溶け込む建物や
展 示 内 容が 評
価され、
ミシュラ
ン・グリーンガイ
ドで二つ星を獲
得。ゆっくり過ご
してください」
。

牧 野 しのぶ

築80年以上の教会をリノベーシ
ョンした、神戸を代表するベーカリー
＆ショップ。2階カフェは自家製パン
を味わうメニューが大人気。2014
年にかつての礼拝堂の姿へとイン
テリアが復刻され、モノクロの床や
テーブルセットがシックな空間で喫
茶やランチを楽しめるように。開放
感あふれる高い天井のもと、建築
美も目のごちそう。

を極めた匠の世界を肌で感じたい。

地域とともに発展した︑兵庫を代表する歴史や産
業の博物館︒時間をかけて見たい大型館︑全国か
ら注目される貴重な収蔵品︑試食や製作体験など︑
︿鑑賞﹀だけでない楽しみが満載！

フロインドリーブ

▷神戸市中央区熊内町7-5-1
2078-242-0216
http://dougukan.jp
午前9時30分〜午後4時30分（入館は
午後4時まで） 入館料／一般500円、
大・高校生300円、65歳以上200円
※「木工体験」は開催日など詳細をホ
ームページで要確認
月曜
（祝日の場合は翌日）
休 Ⓟ5台
道案内／電車→地下鉄西神・山手線
新神戸駅から東へ徒歩約3分 車→
阪神高速神戸線生田川出口から北西
へ約5分

60点。木肌の美しさを愛し、表現
するために大工道具にこだわり、技

撮 影 ／ 青 木 崇 A y a m i 前田博 史
取 材・文 ／ 伊 藤 順 子 新 谷 慶 子 杉 田 裕 路 子

地下
鉄西
神・山
手線

布引

鋸、鉋
（かんな）
、墨壺など、
展示で見た大工道具を全
面にあしらった
〈大工の手ぬ
ぐい〉
1,000円。大工道具
をモチーフにした可愛いキ
ーホルダー各870円、鉋型
の鉛筆削り650円。
ミュー
ジアムグッズもお宝感満載！

本の大工道具一式が約179点も
あったのに対し、
ドイツや中国は約

博物館︒

中央区

の建物は地上1階、地下2階。7つ

心躍る！
兵庫の

具を後世に伝えたい」
と中山手通
に建てられた同館が30周年を機に

匠の技と心に感動！ 日本唯一の大工道具博物館︒

竹中大工道具館

「時代とともに失われゆく大工道
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を開設しました」
と、学芸員の香月麻里さん。
「コーヒーの
ある豊かな生活」
をテーマに、歴史や文化、多彩な楽し
み方を紹介する。2013年には、焙煎時に豆がはぜる音
を聞き、挽き立ての豆の香りを嗅ぐなど、五感を使って楽
しむ体験型の展示へ一大リニューアル。身近な存在だ
からこその広がる楽しみに、特別な一杯が飲みたくなる。

中央区

みや みず

ミネラルが豊富な
「宮水」
が湧き出
す灘五郷は、日本一の酒処。
〈黒松
たつ うま

白鹿〉
醸造元の辰馬本家酒造は創

お土産

業1662年。創業320周年を機に、
日本独自の生活文化遺産である酒
づくりの歴史を後世に伝える博物館
を設立した。
「酒づくりは、搾りかすを

中埠頭駅

ライナー南公園駅から北東へ徒歩すぐ 車→阪神高速
神戸線京橋出口から南東へ約10分

コーヒーロード

▷UCCコーヒー博物館1F ※喫茶のみの利用可
2078-302-8823 午前10時〜午後5時30分
（ラストオーダー）
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くり替えるなど、廃棄物を出さないエコ
ロジーな産業。また蔵元たちは学校
設立や上水道整備など、阪神間の
街づくりに貢献してきました」
と学芸員
の大浦和也さん。時代を潤してきた

ショップ限定搾りたて原酒の量り売り720ml
858円から。オリジナルマカロンミニきき猪口
（ちょこ）
各500円はコシノジュンコのデザイン。
酒粕を練り込んだデニッシュ 600円。各税別。

酒づくりは懐が深い。

立

ち

寄り

立

ち

寄り
下はフランスルイ王朝が愛した幻のコーヒー
「ブルボンポワ
ントゥ」2,500円（1日5杯限定）
とレモンタルト400円（飲み
物とセットで50円引き）。左のベトナムのカフェ・スーア・ノン
560円をはじめ、世界のコーヒーを楽しめる。

白鹿クラシックス
昨春、
リニューアルのレストランは
「花と料理と日本酒と」
がキーワード。四季の移ろいを感じながら楽しめる、昼の御
チャーミートン
膳の一番人気は
〈茶美豚の吟醸粕汁鍋〉
。
「極上のだし
に蔵元直送の吟醸酒粕が溶け合って、粕汁が苦手な人
もOK」
と店長の藤岡佳弘さん。日本酒の時間をおしゃれに
彩るショップでは
「ちょっとしたぜいたく」
を手に取りたい。
▷西宮市鞍掛町7-7
［ショップ］
20798-35-0286 午前10時〜午後7時
［レストラン］
20798-35-0001 午前11時〜午後2時30分、午後
5時〜午後9時（いずれもラストオーダー） 火曜（祝日の場合は
翌日）休 Ⓟ16台 ［白鹿記念酒造博物館］
から北へ徒歩すぐ

▷西宮市鞍掛町8-21
20798-33-0008
https://www.hakushika.co.jp/
museum/
午前10時〜午後5時
（入館は午後4
時30分まで） 入館料
（記念館･酒
蔵館共通）
／一般400円、
中･小学生
200円
（特別展は別料金） 火曜
（祝
日の場合は翌日）
休 Ⓟあり 道案
内／電車→阪神西宮駅から南へ徒
歩約15分 車→阪神高速神戸線
西宮出口
（東行）
から南東へ約2分
2
阪

線

本

神

西宮市役所

西宮駅
西宮本町

西宮出口

茶美豚の吟醸粕汁鍋2,380円(税別)は季
節替わりの前菜、煮物、おつくり、蒸し物など
が続く。地域密着型を目指すショップは酒、
パン、
アイスなど、
親子3代が楽しめる品ぞろえ。

白鹿
クラシックス
白鹿記念酒造
博物館・酒蔵館
白鹿記念酒造
博物館・記念館
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阪神高速神戸線

「コーヒーの魅力を学んだあとに、ゆっくりとおいしいコー
ヒーを味わってほしい」
と、喫茶室を博物館に併設。直営
農園のブルーマウンテンNo.1やハワイコナなど高級豆をは
じめ、産地独自の風味や香りを味わえるスペシャルティコー
ヒー豆を取りそろえ。コーヒーマイスターの資格を持つスタ
ッフが丁寧に抽出した、特別感のあるコーヒーを満喫して。

食用に、使い込んだ大桶を小桶につ

西宮市

ポートライナー

市民広場駅

みなとじま駅

▷神戸市中央区港島中町6-6-2
2078-302-8880
http://www.ucc.co.jp/mus
eum/
午前10時〜午後5時（入館は
UCCコーヒー博物館 午後4時30分まで） 入館料／
コーヒーロード
一般300円、65歳以上150円
月曜
（祝日の場合は翌日）
休 Ⓟ
南公園駅
南公園
IKEA
なし 道案内／電車→ポート

お土産

ミュージアムショップは抽出器具やカップなどグッズが
充実。博物館オリジナルブレンドコーヒー100g720
円は麻袋付き。自宅で栽培できるコーヒーの木360円。

右上、
エチオピアで発見されて
から千年以上続く、
コーヒーの
歴史を大画面の映像でたどる。
左上は、
焙煎前の生豆を詰めた
を体験する
麻袋の重さ
（60kg）
コーナー。実物に触れる多彩な
展示が。右下、
音楽やカップなど、
暮らしを彩る文化を紹介。コー
ヒーモチーフの切手は豊富なコ
レクションを誇る。

【記念館】季節に応じてテーマが変わる
〈酒資料室〉
では、酒にま
つわる書画･工芸品･資料を展示。取材日は、
桶や樽をつくる道具
を当時の写真と共に紹介。
うんちくと一緒にうれしいお土産
〈吟醸
生貯蔵酒〉
を持ち帰ろう。

灘五郷の酒づくりの歴史を現在に伝える︒

【酒蔵館】
戦火も阪神･淡路大震災も免れた、
辰馬本家の本蔵と呼ばれていた酒蔵
を見学。道具を台に乗せると画面に使い方が流れる展示など、
明治時代の酒づくり
を紹介。屋外には海路で灘のほかの郷や堺、
瀬戸内にも運ばれた宮水の大八車が。

人気の焙煎体験は、丁寧に指導を受けられるので初めてで
も自分の好みの焙煎度合いに。5種の産地から豆を選び、
体験後はお土産に持ち帰れる。1,000円。要予約。

白鹿記念酒造博物館

テイスティングコーナー
（無 料）
では、月替わりの
内容のカップを飲み比べ。
産地による味わいの違い
に驚かされる。気に入った
豆は購入も可能。

五感で味わうカップの中の素晴らしき世界︒

界初の缶コーヒーを発売したUCC上島珈琲の創業地
でもある神戸に1987年、
日本で唯一のコーヒー博物館

UCCコーヒー博物館

「開港後まもなく、
コーヒー文化が花開いた神戸。世
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パンの
［ル ビアン］
と人気ブランドを生み、
厳選素材と高い技術で数々のコンテスト受
賞でも知られる老舗洋菓子メーカー。本社
工場の中、製菓・パンの伝統を語るミュージ
アムが貴重だ。1700〜1800年代ヨーロッ
集し、約3,000点展示。
「本場の欧州でも

尼崎市

パのコレクションを中心に約5,000点を収
滅多に見られない収蔵数、よくぞ残っていた

洋菓子の聖地で︑製菓の歴史と伝統を知る︒

創業から50年、洋菓子の
［アンテノール］
、

エーデルワイスミュージアム

宮廷で愛用された華やかな調度品も見応えあり。左は、
なんとナポレオン家紋章が入る色鮮やかな菓子箱。

エントランスでは、
昔ながらのしょう油製造
風景を再現したジオラマに注目。醤油樽の
職人が竹で手づくりした精巧な作品。
しょう
油のつくり方を再確認でき、
館内展示への
理解が深まる。

ーの来館者も全国から訪れる。

尼崎IC

エーデルワイス
ミュージアム

J
R

す総本山だ。工場内庭園
には、
おいしさの神髄となる
小豆の奥深さを体感でき
る博物館が、
小豆の故郷・
東アジア由来の照葉樹に
囲まれて佇む。外国の珍し
い小豆や、縄文時代から日

ず夢中に。見学後、焼き立
てをほおばるのが楽しみ。

小麦を炒り、砕き、麹を育て、発酵・熟成・
圧搾へ…と昔ながらの工程順に製造風景
や道具を見学。昭和初期まで蔵人が使っ
こうじむろ

た麹室、使い込まれた木桶や樽など、先人
の知恵や工夫が間近に。

立

ガレリア アーツ&ティー

ち

寄り

龍野橋のたもとに佇み、大きな窓
からのどかな風景を眺めるカフェ &
ギャラリー。
「金融会社の事務所と
して昭和初期に誕生した建物。和
洋折衷のノスタルジックな雰囲気が
気に入ってお店を」
とオーナーの井
上美佳さん。レトロな雰囲気にくつ
ろぐ店内では、アート展示やライブな
どのイベントも多数開催。地元民も
観光客もほっと憩うサロンに。
▷たつの市龍野町富永1439
20791-63-3555 午前11時〜午後6
時 水曜休 Ⓟ3台 ［うすくち龍野醤
油資料館］
から南東へ徒歩約5分

資料館は菊一醤
油（ヒガシマル醤
油の前身の1つ）
の本 社 事 務 所と
して昭和7年に誕
生した洋風建築。
レンガづくりの国
登録有形文化財。
▷たつの市龍野町大手54-1
20791-63-4573 午前9時〜午後5
時（入館は午後4時30分まで） 月曜
（祝日の場合は翌日）休 入館料／10
円 Ⓟ30台 道案内／電車→JR姫新
線本竜野駅から北西へ徒歩約20分
車→山陽自動車道龍野ICから県道437
号線〜国道179号線を経て北へ約5分
うすくち龍野醤油資料館
龍野橋西詰

揖保川越しに鶏籠山がそびえる絶景を一望。季節のタルト
かシフォンケーキと、飲み物を選べるケーキセット700円から。
ドライカレーなどのランチも。
3月は桃のタルトが登場予定。

ガレリア
アーツ&ティー

川

保

揖

富永西
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本竜野駅

ルーツをひもとく展示に思わ

戸から大正期の作業場を再現。大豆を蒸し、

姫新線

本の暮らしに根付く小豆の

男さん。かつての蔵を改装した館内に、江

たつの市

き、全国のお店へと送り出

資料館ショップと通信
販 売でしか買えない
龍 野の里シリーズは
ぜひお土産に。右か
ら
〈播磨産ゆずを使っ
たぽんず〉
〈国産丸大
豆を使ったうすくちしょ
うゆ〉
〈甘 酒を使った
二度仕込みさしみしょ
うゆ〉
各290ml645円。

橋
野
龍
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は、
自慢のあんを一手に炊

姫路市

▷姫路市阿保甲611-1 2079-282-2380
http://www.gozasoro.co.jp/amuseum/
午前10時〜午後5時（入館は午後4時まで） 入館料／一般
1,200円、小・中学生600円 火曜休、
臨時休あり Ⓟ60台
道案内／電車→JR神戸線・山陽電車姫路駅から東へ徒歩約15分
車→姫路バイパス姫路南ランプから北東へ約10分

路の
［御座候］
本社工場

昭和中期まで活躍した櫂棒
や木桶などの道具には職人
の工夫が結集。下はかつて
使われたレンガづくりの麹室。
外気に左右されない断熱構
造の様子を、中に入って見学
できる。大樽が並ぶ仕込み蔵、
てこの原理で搾る圧搾場など
も大迫力の展示。

名物回転焼の主役︒
小さな小豆の大きなパワー！

お土産

山陽新幹線

御座候本社

あずきミュージアム
工場ショップ

左は赤あんの原料・エリモショ
ウズを10倍に拡大した模型。
テントウ虫になった気分でぐる
りと回ろう。見学後は庭園を
眺めてくつろぐ工場ショップへ。
注文してから焼く回転焼85円
をぜひ食べて。

た」
と龍野醤油の発展を語る館長の安井卓

あずきミュージアム

包んだ銘菓の回転焼。姫

JR神戸線
自動車
教習所

用して、大阪、京都で大いに人気を博しまし

ル］
の生菓子・焼き菓
の
子 や、
［ル ビアン］
パンが並ぶ工場直営
ショップが。ここだけ
の限定品との出合い
も楽しみ。

薄い皮でたっぷりあんを

JR播但線

醤油が誕生した場所。揖保川の水運を利

お土産

名神町1丁目

神戸線

立花駅

名神高速道路

うす くち

いしょう油をつくる立地条件に恵まれ、淡口

1階には［アンテノー

142

エーデルワイス
本部センター

姫路駅

質な水と小麦、大豆、赤穂の塩などおいし

お土産

▷尼崎市尾浜町1-3-22 エーデルワイス本社工場4F
206-6426-8399
https://www.edelweiss.co.jp/museum/
午前10時〜午後4時30分（入館は午後4時まで。工場シ
ョップは午前9時30分〜午後5時30分・無休） 入館料
／一般200円、大・高・中生100円 ※見学は希望日の一
週間前までに要予約 土・日曜、
祝日休 Ⓟなし
道案内／電車→JR神戸線立花駅から東へ徒歩約20分
車→名神高速道路尼崎ICから南へ約5分

山陽姫路駅

たつの市本社の
［ヒガシマル醤油］
が開く
全国初のしょう油専門資料館。
「龍野は良

城下町を支えた醤油づくりの技に感嘆︒

手作業で打ち出された銅製のクグロフ型、宗教
などが所
の祝祭に使われたクッキーの木型（上）
狭しと。聖ニコラなど聖人のモチーフが多く、宗
教祭事とともに製菓文化が発展した様子に感嘆。

長の山田亨さん。製菓を学ぶ人やコレクタ

うすくち龍野醤油資料館

と驚かれる貴重な品も多いです」
と広報室

14

6

お土産

パスタ、
ステーキなど
9種からメイン1品を
選 択。写 真はシー
フードとナスのトマト
ソースパスタ1,380
円
（税別）
。前菜・パ
ン・
ドリンク約20種
の90分ビュッフェが
付いて大満足。

古代を
身近に！

を約20分。現在から古代へ、時代をさかのぼる歴史年表が刻まれた遊歩道
を散策しながら遺跡へ。
［大中遺跡公園］
には竪穴式住居が建ち並び、
まさ

コモド カフェ&ダイニング
土山駅前に昨春オープンした商業施設
［BiVi土山］
のヘルシーレストラン。ランチはメ
インの洋食を選び、手づくりのイタリアン前菜
をビュッフェでたっぷりと。季節野菜が多彩に
使われ、
キッチンからできたてがどんどん並ぶ。
午後3時30分〜午後5時のカフェタイムは、
ドリンク価格でロールケーキが付くセッ
トがお得。
▷加古郡播磨町北野添2-1-2
BiVi土山2F
2078-943-0800 午前10時
〜午後9時30分（ランチは午前
11時〜午後3時30分、
ディナー
は午後5時から。他時間帯はカ
フェタイム。いずれもラストオー
ダー） 無休 Ⓟ99台［考古博
物館］
から南東へ徒歩約20分

に古代の
〈ムラ〉
にたどり着いたようだ。
「出土品を研究し展示する
［兵庫県
立考古博物館］
が開館して約10年。ボランティアや地元学生が、弥生住居
あし

を復元するプロジェクトも11棟目に。稲美町のため池の葦で屋根をつくるなど、
かず よし

地域の力の結晶です」
と館長補佐の髙瀨一嘉さんも力を注ぐ1人。館内で
は縄文や弥生時代の人々の暮らしを、臨場感あふれるジオラマや、心弾む体
験で紹介。壮大な歴史絵巻に魅了され、古代がぐっと身近に感じられる。

現代から古代へ、町を歩けば歴史のロマンが。

かつて加古川・別府
（べふ）
港から土山へ至った別府鉄道跡が
［であい
のみち］
に。遺跡公園に至る約1kmで2,000年、50mごとに100年の
時代をさかのぼる歴史年表があり感心する。
［ふるさと橋］
で喜瀬川を越
えればいよいよ弥生時代。橋では
〈音〉
にまつわる楽しみをお見逃しなく。
抹茶あんみつ864円。博物館オリジ
ナル缶、神戸開港150年記念缶ミ
ニゴーフルはお土産に。各432円。

圓満寺

蓬生庵

ふるさと橋 で 野添北公園
あい
のみ
553
ち

兵庫県立考古博物館
神戸凮月堂土山店

J

R

BiVi土山2F

2
土山西

土山駅
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大中遺跡公園

線
神戸

▷加古郡播磨町上野添2-2-1 野添北公園内
2078-944-6040 午前10時〜午後4時 無休
Ⓟ50台 ［考古博物館］
から南東へ徒歩約5分

本物の土器や石器、人骨も間近
に展示！ 研究の最前線［遺物整
理作業室］
も見学でき、出土品を
分類、クリーニング、復元、考察す
る様 子に感 激（見 学は午 前9時
30分〜午 後12時30分、午 後1
時30分〜午後3時30分）
。

地元中学生が土器を掘り出し、大発見に湧い
た1962年から発掘・研究が進められた
［大中遺
跡］
。
「兵庫は遺跡や古墳が多い土地。博物館で
は県内で出土した考古資料に基づいて、考古学
を身近に感じられる展示を工夫しています」
と広報
担当の髙瀨さん。実物大のジオラマ展示、当時
の巫女や武人の衣装を着たり、石棺に入れたり
（土曜・午後2時30分〜午後3時30分）
、古代船
に乗ったり
（日曜・午 後2時30分〜午 後3時30
分）
、見て触って古代を学ぶ体験が大好評。
▷加古郡播磨町大中1-1-1 2079-437-5589
http://www.hyogo-koukohaku.jp/
午前9時30分〜午後5時（4〜9月は午後6時まで。入館
は各30分前まで） 常設展観覧料／一般210円、大学
生150円、高校生100円、65歳以上は105円 月曜（祝
日の場合は翌日）
休 Ⓟ114台

神戸 月堂 土山店 こうべふうげつどう

ほうしょうあん

［であいのみち］
から寄り道して、野添北
公園内の茶室でゆるりと一服。茶釜が据え
られた心地よい座敷で、日本庭園を眺めな
がら和菓子とお点前をいただけて、ほっと心
が緩む。予約不要で毎日呈茶を行う茶室は
貴重。歴史散策のあいまに、肩ひじ張らず
〈和〉
を感じて。抹茶、菓子付き350円。

兵庫県立考古博物館

常設展では、ナウマン象を狩る旧石器時代のジオラマが
大迫力。弥生時代は農耕が中心の社会に。やがて石
は鉄に代わり、戦の武器がつくられ、ムラは大きなクニと
なる…古代の営みを身に迫る展示で体感しよう。

お土産

蓬生庵

博物館

古代兵庫のムラへ︑
ようこそ︒

おお なか

弥生時代後期の集落跡・大中遺跡には、JR土山駅から
［であいのみち］

播磨町

考古博物館では、毎日できる古代体験も注目。勾玉づくり
（378円から）、無料の組みひも製作、
火おこし体験など。
「4月には
［加西分館・古代鏡展示館］
が加西市・県立フラワーセンター内に
新設されるのでお楽しみに」
と髙瀨さん。世界的価値も高い古代中国鏡約300面の展示に期待！

歴史を
体感する町の

コモド カフェ&ダイニング

［兵庫県立考古博物館］
への道案内／電車→
JR神戸線土山駅から北西へ徒歩約20分 車
→第二神明道路明石西ICから北西へ約10
分

考古博物館1階のカフェ。大きな窓から
竪穴式住居を一望でき、近隣の人ものんび
りとくつろぐ憩いの場。お薦めは店内で手
づくりする白玉だんごや寒天、オリジナルの
粒あん、アイスクリームなどをトッピングした
抹茶あんみつ。単品のコーヒー、紅茶に銘
菓ゴーフルが付くのもうれしい。
▷兵庫県立考古博物館1F 2079-437-5016
午前10時〜午後4時30分（ラストオーダー）
※喫茶のみの利用可
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丹波竜化石工房 ちーたんの館
太古のロマンあふれる館内は、丹波竜をはじめ、曲竜類のガスト
じゅうきゃく
ニアや獣脚類の全身骨格によって、約1億1千万年前の恐竜の
世界が鮮やかに蘇る。2016年4月のリニューアルでは、丹波竜の
全身骨格と篠山層群で発見された化石レプリカの展示コーナーを
新設。素手でレプリカを触ったり、化石の重さを実感できるなど、大
人も子どももリアルなわくわくに出合える。

ぼくに
会いにきて!

丹波

マスコットキャラクター
「ちーたん」
はしましま
地 層 模 様に化 石の
アップリケを付けて。

丹波竜の里でタイムトラベル︒

▷丹波市山南町谷川1110
20795-77-1887（丹波市役所 恐竜･観光振興課）
https://www.city.tamba.hyogo.jp/site/tambaryu/
午前10時〜午後5時（11〜3月は午後4時まで） 入館料／一般200円、小・
中学生100円 月曜
（祝日の場合は翌平日）
休 Ⓟ193台
道案内／電車→JR加古川線久下村駅から東へ徒歩約10分 車→舞鶴若狭
自動車道丹南篠山口ICから国道176号線、
県道77号線を経て北西へ約30分

学名「タンバティタニス･アミキティアエ」
を冠
する、丹波竜の全身骨格のレプリカ。関西の
博物館で最大級の常設展示としても注目度大。

目印は建物からのぞく恐竜。原寸大骨格図に丹波竜の化石模型をはめ込んだウォール
マウントや、クイズやパズルなど楽しい仕掛け満載のハンズオンゾーンに体も心もくぎ付け。

恐 竜 広 場では1億1千
万年前の地層の上に、
15m（実物大）の丹波
竜がお出迎え。

お土産

「まちおこしにつながる景
色を探し歩いていたら恐
竜に遭遇。最高の贈り
ものです」
と村上さん。

【丹波竜の里公園】
広場には恐竜スライダーやヨロ
イ竜、ティラノベンチなど、撮影スポットがそこかしこ
に。JR福知山線に沿って走る道路上のマークを目
印に進めば、恐竜化石発見現場に到着。

2006年、国内最大級の恐竜
「丹波竜」
化石発
かみ く

元気村かみくげ

上久下
小学校

久下村駅

77

丹波竜化石工房
ちーたんの館

たものを見つけたときは足が震えました」
と発見者の
一人は地元の村上 茂さん。後に
［兵庫県立人と自
然の博物館］
（P12）
の三枝春生さんにより、約1億1
千万年前のティタノサウルス形類の化石と判明。以
来、発見地近くの篠山層群では新たな化石発見が

下滝駅

福知山線

加古川線

11

谷川

でい がん

た泥岩層の表面から1cmほど突き出た、灰色がかっ

食堂の看板メニュー
〈恐竜焼〉
は商標登録済み。
「こ
こでしか食べられないのよ」
と熱々を焼く理事の前田節
愛嬌たっぷりの恐竜焼は自
子さん。隣接する直売所には、地元上久下の農家の
家製大納言小豆入りとお好
みなさんが丹精込めた米や野菜、卵、小豆などが並ぶ。
み焼き風味の2種。各130円。
丹波竜発掘現場の岩の塊から化石を見つける発掘体
験も見逃せない。これまで見つかった化石は5,000近く。
J
R
化石発見者になれる幸運に出合えるかも知れない。

谷川駅

J
R

恐竜化石発見現場
発電所記念館
元気村かみくげ
丹波竜の里公園

▷丹波市山南町下滝1913-1
20795-78-0001（上久下地域づくりセンター） 午前10時
〜午後4時（12〜2月は午後3時まで） 化石発掘体験料／
300円 ※発掘した化石は持ち帰り不可 土･日曜、祝日の
み営業 Ⓟ50台 [丹波竜化石工房 ちーたんの館]から県
道77号線を東へ車で約10分

げ

見のニュースに湧き立った山南町上久下。
「赤茶け

続き、
日本でも有数の化石産地となっている。今春、
とれとれ野菜もお豆さんも値
段優しく。発掘体験で
「化石
と心が 震えたら、百
かも!?」
戦錬磨の指導員が10倍ル
ーペで確認してくれる。

発見現場に続く篠山川沿いには遊歩道
（1億年前
の地層の上 ! ）
が整備され、発見現場を間近に見
下ろせる展望台が誕生。目を凝らせば太古の生きも
のたちが悠々と…。無限の想像の広がりを体感しよう。

【恐竜化石発見現場】
丹波竜は美しい川代渓谷に眠っていた。すぐ近くの旧上久下
村営上滝発電所は、化石発見を機に記念館として蘇り、国登録有形文化財に。大正
風の建物から現場が見下ろせる。新設の遊歩道と展望台のお披露目式は4月初旬。
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兵庫県立
人と自然の博物館

常 設 展 示の
［丹 波の
恐竜化石］。世界的な
発見となった丹波竜の
化石のレプリカを展示。

三田

国内の公立博物館では最大級の
規模を誇る自然史系博物館のテーマ
は
「人と自然の共生」
。壮大な夢を追
う世 界が
「本 館」
「研 究･収 蔵 庫 棟」
「ジーンバンク施設と圃場」
「恐竜ラ
ボ」
などで構成され、個性豊かな9つ
のセクションが、世代を超えた来館者
を招き入れる。常設展示のほか、期
間限定の企画展示などを通して、人
と自然との交流、自然に働きかけた人
の豊かな歴史に触れることができる。

丹波竜にも
会える！

兵庫の生態系を歴史的に網羅︒

住宅地と里山風景が同居し、
平方遺跡など
史跡が多数出土した三田。豊かな生態系と歴史
が息づくニュータウンに、
丹波竜研究にも深く関わ
る
［人と自然の博物館］
がある。
「丹波竜化石が
発見された篠山層群には遙か昔からの地球の
記憶が眠っています。地層の石にも当時の自然
環境を探る手がかりが。約1億1千万年前、
白亜
紀前期の丹波は現在よりも暖かく、
雨期と乾期
が明瞭で、
まばらに木が生えるサバンナでした」
と
きよし

三枝春生さん。村上 茂さん
（P10）
と足立 洌さん
［兵庫の自然誌］
では、野生動物のはく製を展示。世界
の昆虫やチョウ類が美麗な
［ナチュラリストの幻郷］
（左
下）
。生態系の仕組みが見える
［水生生物の世界］
（右
下）
が豊かな暮らしのあり方を問いかけてくる。
▷三田市弥生が丘6丁目 2079-559-2001
http://www.hitohaku.jp/
午前10時〜午後5時（入館は午後4時30分まで） 月曜
（祝日の場合は翌日）休 入館料／一般210円、大学生
150円、高校生100円 Ⓟなし 道案内／電車→神戸
電鉄フラワータウン駅から西へ徒歩約3分 車→中国
自動車道神戸三田ICから県道95号線を北東へ約10分

が発見した化石を丹波竜と見極めた理
学博士である。今、
自分が立つ場所は古
代につながっていると思うと壮大な気分に。

［兵庫県立大学］准教授、
［兵庫県立人と自然の
博物館］主任研究員の三枝春生さん。
「3年がか
り」
で発見された化石から丹波竜の全身図を浮か
び上がらせた、丹波竜化石研究の第一人者。

立

ち

寄り

かねふく
めんたいパーク神戸三田

原卵選びや熟成など、製法へのこ
だわりを解説。モニターではスケトウ
ダラ漁の迫力の映像も。直売所で
は、明太子を使ったもつ鍋やしゅうま
いなど珍しい商品に目移り必至!

▷神戸市北区赤松台1-7-1
2078-986-1137
午前9時〜午後6時（工場見学は午後5時まで） 入場無料
（めんたいランドは有料） 無休 Ⓟ260台 ［兵庫県立
人と自然の博物館］
から県道95号線を南西へ車で約10分

【恐竜ラボ】
博物館別館にある施設では、
発掘された恐竜化石を研究員が丁寧に
削っていくクリーニング作業を見ることが
できる (土･日曜、祝日のみ)。
兵庫県立
人と自然の博物館
95

フラワータウン駅

神戸三田IC

奥の小谷
公園
市原

六甲北
有料道路

神戸電鉄

老若男女でにぎわう明太子メーカー
［かねふく］
の
テーマパーク。併設された工場では、
ガラス越しに明
太子づくりの様子を見学できる。プチプチと弾けるで
きたて明太子の試食もうれしい。ゲームコーナーやシ
アターを備えた
［めんたいランド］
も好評。具材がたっ
ぷり入った名物のジャンボおにぎりは1個380円。

岩谷口

中国自動車道

かねふく
めんたいパーク
神戸三田

17
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